
獨協医科大学感染制御・臨床検査医学教授
菱　沼　　昭

（聞き手　山内俊一）

　潜在性甲状腺機能低下症のホルモン補充療法についてご教示ください。慢性
甲状腺炎にて2008年より加療中の55歳女性。体重93.5㎏、身長164.0㎝、BMI 
34.7、TSHの上昇（補充しなければ６μU/mL）とF-T４、F-T３が基準値に留ま
ります。チラージンSを漸増し、現在75μg/日、空腹時服用中です。高コレステ
ロール血症があります。特にこの３年間ホルモン過剰補充を避けるように努め、
TSHが下がっても2.54μU/mLまでで大多数は4.0～6.36μU/mLです。6.36μU/mL
でもF-T４ 1.2、F-T３ 3.0。直近の検査データは、TSH 4.94μU/mL、F-T４ 1.5、
F-T３ 3.1でした。臨床的には、「意欲が湧かない、体が重い」と訴えますが、
仕事も家事もこなせています。アキレス腱反射はいわゆるスローリターンを認
めています。補充量を増やすべきでしょうか。下腿は圧痕を残さない浮腫とも
言えますが、肥満やリンパ浮腫かもしれません。
 ＜京都府開業医＞

潜在性甲状腺機能低下症のホルモン補充療法

　山内　まず潜在性の甲状腺機能低下
症は比較的多い疾病といいますか、病
態と考えてよいのでしょうか。
　菱沼　統計的に見ると、文献にもよ
りますが、３％から、多くて十数％で
す。日本でいうとだいたい４～５％ぐ
らいは一般人口の中にあるといわれて
いるので、そんなにまれではないと思
います。
　F-T４、F-T３が基準範囲内で、TSH

が基準範囲よりも上がっているという
のが診断で、症状はあってもなくても
よい。この方の場合には軽度の、意欲
が湧かないとか、体が重いという症状
があるようですが、この症状も非特異
的なものなので、本当にそれでなって
いるかどうかはなかなか難しい判断に
なると思います。
　山内　自覚症状があったら使いまし
ょうとよく教科書には載っていますが、

これが本当にこの病態から来ているの
かどうかを断定するのは難しいところ
がありますね。
　菱沼　難しいですね。この方の場合
には慢性甲状腺炎で治療されていると
のことですが、慢性甲状腺炎の軽症な
方が一番頻度が高いということになり
ます。
　山内　そうしますと、こういったケ
ースは抗体は必ず測定しておいて、治
療対象になり得るかの可能性を見なが
ら経過を見るということでしょうか。
　菱沼　そうですね。抗体が出ていれ
ば治療対象にしてもいいかと思ってい
ます。あとTSHの測定、日本医師会が
毎年行っているサーベイなのですが、
それによるとキットによって値がちょ
っと違ってくるというデータが出てい
ます。低いキットは高いキットに比べ
て随分低くて、高いキットだと低いキ
ットの1.6倍ぐらいの値が出るというデ
ータが出ているので、この方の測定も
どのキットで行われているかチェック
したほうがいいかもしれないと思いま
す。
　ただ今、ハーモナイゼーションが行
われていまして、今後、日本で販売さ
れている10社の甲状腺TSHのキットが
ハーモナイゼーションされて同じ値が
出るようになる方針です。
　山内　さて、この病態ですが、高齢
者に多い印象がありますが、いかがで
しょうか。

　菱沼　高齢者になるとTSHは生理的
に上がってくるというデータがありま
す。高齢者に関してはTSHがちょっと
高い状態でも様子を見たほうがいいと。
逆に高齢者はTSHがちょっと高いほう
が生命予後がいいというデータもあり、
ほかに原因がなければ、積極的に治療
しないで様子を見ているほうがいいと
いう所見もあります。
　もう一つ、この方は肥満でBMIが
34.7ということですが、体重によって
もTSHがちょっと違うというデータが
あります。TSHが少し高い原因かもし
れないので、そこら辺を考慮されたほ
うがいいかもしれません。
　山内　この方はもうすでに治療中な
のですが、未治療の場合もそういった
あたりは念頭に置いて、原則的にはま
ず、経過観察をするところから入って
いくのでしょうか。
　菱沼　そうですね。
　山内　また、高齢者に関してですが、
どのあたりから治療したらいいのでし
ょうか。
　菱沼　アメリカとかヨーロッパはガ
イドラインが出ていまして、一応、TSH 
10μU/mLで区切っています（表）。10
μU/mL以上の場合には、心血管の症
状があったら治療したらどうかという
ガイドラインがありますが、そこら辺
は、日本甲状腺学会で潜在性甲状腺機
能低下症のガイドラインを今作成中と
いうことなので、そのうちにまた出る
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獨協医科大学感染制御・臨床検査医学教授
菱　沼　　昭

（聞き手　山内俊一）

　潜在性甲状腺機能低下症のホルモン補充療法についてご教示ください。慢性
甲状腺炎にて2008年より加療中の55歳女性。体重93.5㎏、身長164.0㎝、BMI 
34.7、TSHの上昇（補充しなければ６μU/mL）とF-T４、F-T３が基準値に留ま
ります。チラージンSを漸増し、現在75μg/日、空腹時服用中です。高コレステ
ロール血症があります。特にこの３年間ホルモン過剰補充を避けるように努め、
TSHが下がっても2.54μU/mLまでで大多数は4.0～6.36μU/mLです。6.36μU/mL
でもF-T４ 1.2、F-T３ 3.0。直近の検査データは、TSH 4.94μU/mL、F-T４ 1.5、
F-T３ 3.1でした。臨床的には、「意欲が湧かない、体が重い」と訴えますが、
仕事も家事もこなせています。アキレス腱反射はいわゆるスローリターンを認
めています。補充量を増やすべきでしょうか。下腿は圧痕を残さない浮腫とも
言えますが、肥満やリンパ浮腫かもしれません。
 ＜京都府開業医＞

潜在性甲状腺機能低下症のホルモン補充療法

　山内　まず潜在性の甲状腺機能低下
症は比較的多い疾病といいますか、病
態と考えてよいのでしょうか。
　菱沼　統計的に見ると、文献にもよ
りますが、３％から、多くて十数％で
す。日本でいうとだいたい４～５％ぐ
らいは一般人口の中にあるといわれて
いるので、そんなにまれではないと思
います。
　F-T４、F-T３が基準範囲内で、TSH

が基準範囲よりも上がっているという
のが診断で、症状はあってもなくても
よい。この方の場合には軽度の、意欲
が湧かないとか、体が重いという症状
があるようですが、この症状も非特異
的なものなので、本当にそれでなって
いるかどうかはなかなか難しい判断に
なると思います。
　山内　自覚症状があったら使いまし
ょうとよく教科書には載っていますが、

これが本当にこの病態から来ているの
かどうかを断定するのは難しいところ
がありますね。
　菱沼　難しいですね。この方の場合
には慢性甲状腺炎で治療されていると
のことですが、慢性甲状腺炎の軽症な
方が一番頻度が高いということになり
ます。
　山内　そうしますと、こういったケ
ースは抗体は必ず測定しておいて、治
療対象になり得るかの可能性を見なが
ら経過を見るということでしょうか。
　菱沼　そうですね。抗体が出ていれ
ば治療対象にしてもいいかと思ってい
ます。あとTSHの測定、日本医師会が
毎年行っているサーベイなのですが、
それによるとキットによって値がちょ
っと違ってくるというデータが出てい
ます。低いキットは高いキットに比べ
て随分低くて、高いキットだと低いキ
ットの1.6倍ぐらいの値が出るというデ
ータが出ているので、この方の測定も
どのキットで行われているかチェック
したほうがいいかもしれないと思いま
す。
　ただ今、ハーモナイゼーションが行
われていまして、今後、日本で販売さ
れている10社の甲状腺TSHのキットが
ハーモナイゼーションされて同じ値が
出るようになる方針です。
　山内　さて、この病態ですが、高齢
者に多い印象がありますが、いかがで
しょうか。

　菱沼　高齢者になるとTSHは生理的
に上がってくるというデータがありま
す。高齢者に関してはTSHがちょっと
高い状態でも様子を見たほうがいいと。
逆に高齢者はTSHがちょっと高いほう
が生命予後がいいというデータもあり、
ほかに原因がなければ、積極的に治療
しないで様子を見ているほうがいいと
いう所見もあります。
　もう一つ、この方は肥満でBMIが
34.7ということですが、体重によって
もTSHがちょっと違うというデータが
あります。TSHが少し高い原因かもし
れないので、そこら辺を考慮されたほ
うがいいかもしれません。
　山内　この方はもうすでに治療中な
のですが、未治療の場合もそういった
あたりは念頭に置いて、原則的にはま
ず、経過観察をするところから入って
いくのでしょうか。
　菱沼　そうですね。
　山内　また、高齢者に関してですが、
どのあたりから治療したらいいのでし
ょうか。
　菱沼　アメリカとかヨーロッパはガ
イドラインが出ていまして、一応、TSH 
10μU/mLで区切っています（表）。10
μU/mL以上の場合には、心血管の症
状があったら治療したらどうかという
ガイドラインがありますが、そこら辺
は、日本甲状腺学会で潜在性甲状腺機
能低下症のガイドラインを今作成中と
いうことなので、そのうちにまた出る
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と思います。
　山内　先生のお考えですと、現時点
では、10μU/mLあたりを突破したか
らすぐに使うというものでもないが、
20、30μU/mLになるとさすがに使っ
たほうがいいと。
　菱沼　20、30μU/mLになれば使うべ
きと思いますが、お年寄りで、10μU/
mLいくか、いかないかぐらいだった
ら様子を見ていてもいいのではないか
と思います。
　山内　もう一つ、このあたりで話題
になるのは妊娠ですね。このケースは
いかがでしょう。
　菱沼　妊娠の場合には2.5μU/mLが
一つの目安になっていまして、2.5μU/
mL以上だと流産などの確率も上がっ
てくるという話があるのですが、先ほ

ども申しましたように、キットによっ
てちょっとずつ値が違うので、厳密に
2.5μU/mLで区切っていいかどうかは
今後の問題だろうと思います。
　山内　2.5μU/mLというのはかなり
低い値ですね。
　菱沼　かなり低い値です。これは
HCGが関係しており、HCGがTSH様
の作用を少し持っていますので、妊娠
第１、３半期の場合には少しTSHが低
くなるという生理的な問題があると思
います。
　山内　妊娠の場合はもう少し低い段
階で、例えば４μU/mLとか５μU/mL
だったら使ってもいいとお考えですか。
　菱沼　私としては、依頼されれば使
ってもいいかと思います。あと不妊治
療をされている方などの場合には、産

婦人科、不妊治療をされている先生か
ら紹介が来ると思うので、そういう場
合には使ってみてもいいのではないか
と思っています。
　山内　初期投与量ですが、これはど
のぐらいの量なのでしょうか。
　菱沼　少量からいってもよいかと思
うので、普通は25μg/日などぐらいか
ら始めると思います。人間が１日につ
くるF-T４の量としてはだいたい75～ 
100μgぐらいといわれていますので、
その1/3とか、場合によっては今１錠
でも1/6、12.5μgがありますので、そ
こら辺から始めてもいいのではないか。
それでデータを見ながら増量していく
のが一般的な方法だろうと思います。
　山内　例えば、先ほどのTSHがけっ
こう高い、40、50μU/mLというとこ
ろでも、ほかのF-T３、F-T４が正常
ですと、やはり少量からでいいという
お考えですか。
　菱沼　40、50μU/mLになると、多
分F-T４、F-T３も下がっているはず
なので、それは潜在性というか、顕性
の甲状腺機能低下症だろうと思うので
す。そのときは別ですが、そのときも
最初から多量にいくと心臓に悪い影響
があるので、少量から使って、だんだ
ん増やすのが原則になっています。
　山内　治療上のリスクがあるのです
ね。
　菱沼　心臓に対して、特に高齢者の
場合には負担がかかるので、少量から

だんだん増量していくのが一般的な方
法だろうと思います。
　山内　このケースですが、75μgを毎
日使っていて、なかなか潜在性の甲状
腺機能低下症の状態が改善しないので、
次にどうしたらよいですかということ
です。いかがでしょう。
　菱沼　この場合、１日量の下限はも
う使っていらっしゃるので、この吸収
がきちんとできているかどうかも一つ
のポイントだと思います。食後にのむ
と吸収がちょっと悪くなるということ
なので、空腹時に投与するのが一般的
です。この方は空腹時投与されている
ということなので、それはクリアされ
ています。あとH2ブロッカーやPPIを
使われている方は吸収がちょっと悪く
なるというデータもあるので、薬の関
係なども一応見られたほうがいいので
はないかと考えています。
　山内　基本的にはこの状態でもいい
と先生はお考えですか。
　菱沼　無理に増やさなくても、いろ
いろな条件を考えて、それで行動され
てもいいのではないかと思います。先
ほど言いましたようにTSHのキット差
もありますし、肥満でもってTSHがち
ょっと上がるということもあります。
それから吸収の問題もありますし、少
し別の観点としては、ヨードの摂取量
でけっこう違うので、ヨードをたくさ
んいつも摂取されている方は甲状腺機
能が下がります。例えば根昆布を毎日

表　カットオフ値による治療指針

TSH μU/mL 10以下 10以上

米国　2012 以下の場合、治療を考慮すべき
　機能低下症状の存在
　TPO抗体陽性
　動脈硬化性心血管病変

心不全または心血管死亡が増加する
ので補充療法を考慮すべき

欧州　2013 ＜65～70歳
　 機能低下症状がある場合、補充
療法をトライする

＞80～85歳
　治療せず経過観察

＜65～70歳
　 症状の有無にかかわらず補充療法
を推奨する

＞80～85歳
　 明らかな機能低下症状または血管
イベントが高い場合、補充療法を
考慮すべき

日本　2008 持続的低下症である場合、積極的に
補充療法を行う

ドクターサロン64巻４月号（3 . 2020） （271）  1514 （270） ドクターサロン64巻４月号（3 . 2020）

2004本文.indd   14-15 2020/03/13   9:41



と思います。
　山内　先生のお考えですと、現時点
では、10μU/mLあたりを突破したか
らすぐに使うというものでもないが、
20、30μU/mLになるとさすがに使っ
たほうがいいと。
　菱沼　20、30μU/mLになれば使うべ
きと思いますが、お年寄りで、10μU/
mLいくか、いかないかぐらいだった
ら様子を見ていてもいいのではないか
と思います。
　山内　もう一つ、このあたりで話題
になるのは妊娠ですね。このケースは
いかがでしょう。
　菱沼　妊娠の場合には2.5μU/mLが
一つの目安になっていまして、2.5μU/
mL以上だと流産などの確率も上がっ
てくるという話があるのですが、先ほ

ども申しましたように、キットによっ
てちょっとずつ値が違うので、厳密に
2.5μU/mLで区切っていいかどうかは
今後の問題だろうと思います。
　山内　2.5μU/mLというのはかなり
低い値ですね。
　菱沼　かなり低い値です。これは
HCGが関係しており、HCGがTSH様
の作用を少し持っていますので、妊娠
第１、３半期の場合には少しTSHが低
くなるという生理的な問題があると思
います。
　山内　妊娠の場合はもう少し低い段
階で、例えば４μU/mLとか５μU/mL
だったら使ってもいいとお考えですか。
　菱沼　私としては、依頼されれば使
ってもいいかと思います。あと不妊治
療をされている方などの場合には、産

婦人科、不妊治療をされている先生か
ら紹介が来ると思うので、そういう場
合には使ってみてもいいのではないか
と思っています。
　山内　初期投与量ですが、これはど
のぐらいの量なのでしょうか。
　菱沼　少量からいってもよいかと思
うので、普通は25μg/日などぐらいか
ら始めると思います。人間が１日につ
くるF-T４の量としてはだいたい75～ 
100μgぐらいといわれていますので、
その1/3とか、場合によっては今１錠
でも1/6、12.5μgがありますので、そ
こら辺から始めてもいいのではないか。
それでデータを見ながら増量していく
のが一般的な方法だろうと思います。
　山内　例えば、先ほどのTSHがけっ
こう高い、40、50μU/mLというとこ
ろでも、ほかのF-T３、F-T４が正常
ですと、やはり少量からでいいという
お考えですか。
　菱沼　40、50μU/mLになると、多
分F-T４、F-T３も下がっているはず
なので、それは潜在性というか、顕性
の甲状腺機能低下症だろうと思うので
す。そのときは別ですが、そのときも
最初から多量にいくと心臓に悪い影響
があるので、少量から使って、だんだ
ん増やすのが原則になっています。
　山内　治療上のリスクがあるのです
ね。
　菱沼　心臓に対して、特に高齢者の
場合には負担がかかるので、少量から

だんだん増量していくのが一般的な方
法だろうと思います。
　山内　このケースですが、75μgを毎
日使っていて、なかなか潜在性の甲状
腺機能低下症の状態が改善しないので、
次にどうしたらよいですかということ
です。いかがでしょう。
　菱沼　この場合、１日量の下限はも
う使っていらっしゃるので、この吸収
がきちんとできているかどうかも一つ
のポイントだと思います。食後にのむ
と吸収がちょっと悪くなるということ
なので、空腹時に投与するのが一般的
です。この方は空腹時投与されている
ということなので、それはクリアされ
ています。あとH2ブロッカーやPPIを
使われている方は吸収がちょっと悪く
なるというデータもあるので、薬の関
係なども一応見られたほうがいいので
はないかと考えています。
　山内　基本的にはこの状態でもいい
と先生はお考えですか。
　菱沼　無理に増やさなくても、いろ
いろな条件を考えて、それで行動され
てもいいのではないかと思います。先
ほど言いましたようにTSHのキット差
もありますし、肥満でもってTSHがち
ょっと上がるということもあります。
それから吸収の問題もありますし、少
し別の観点としては、ヨードの摂取量
でけっこう違うので、ヨードをたくさ
んいつも摂取されている方は甲状腺機
能が下がります。例えば根昆布を毎日

表　カットオフ値による治療指針

TSH μU/mL 10以下 10以上

米国　2012 以下の場合、治療を考慮すべき
　機能低下症状の存在
　TPO抗体陽性
　動脈硬化性心血管病変

心不全または心血管死亡が増加する
ので補充療法を考慮すべき

欧州　2013 ＜65～70歳
　 機能低下症状がある場合、補充
療法をトライする

＞80～85歳
　治療せず経過観察

＜65～70歳
　 症状の有無にかかわらず補充療法
を推奨する

＞80～85歳
　 明らかな機能低下症状または血管
イベントが高い場合、補充療法を
考慮すべき

日本　2008 持続的低下症である場合、積極的に
補充療法を行う
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食べている方だとか、イソジンのうが
い薬を使っている方とかもTSHは上が
ってきます。そこら辺をちょっと注意
されるのも一つの手かと思います。
　山内　海藻の摂取は時々話題になり
ますが、あまりむきになって毎日食べ
るのはよくないのですか。
　菱沼　そう思います。和食のスープ
の昆布だしにも相当な量が入っている

というデータがあります。日本人は慣
れているので、それでそんなに影響が
あるかどうか、なかなか難しいところ
もありますが、根昆布は要注意です。
また、逆にいろいろなやせ薬に甲状腺
ホルモンが入っていることなどもある
ので、その辺はちょっと気をつけてい
ただいたほうがいいと思います。
　山内　ありがとうございました。

井上記念病院健康管理センター副センター長
小　林　淳　二

（聞き手　池脇克則）

　高度の高TG血症についてご教示ください。
　最近２例続けて、30歳代男性の高TG患者が来院され治療に難渋しておりま
すため、ご教示ください。１例は家族歴なし、飲酒なし、肥満あり、HbA1c 
6.5％前後のDMあり、ストロングスタチン、フィブラート製剤を使用していま
すが、TG 1,500～2,500㎎/dL、TCは150～180程度、最近急性膵炎で２回目の
入院となりました。入院絶食中はほぼ正常であったようですが、外来では元の
木阿弥です。日本医師会の講義では「専門医への紹介」とありますが、当地域
に該当機関はない状況です。もう１例はDMなし、痩せ型、家族歴、入院既往
歴なし、飲酒の多い方で、TG 1,000～2,000（フィブラート内服中）ほか脂質は
正常、肝機能障害もγGTPの軽度上昇（100前後）、断酒でやや軽快するも持続
があります。
 ＜三重県開業医＞

高度の高TG血症

　池脇　今回は、２人、高中性脂肪血
症の患者さんがいて、治療しているの
だけれどもなかなか、という質問です。
確かに私自身の印象としても、最近は
スタチン、エゼチミブ、PCSK９等々、
高LDL血症の管理は比較的容易になっ
た半面、高中性脂肪はなかなかコント
ロールできないという印象があります。
どうしてなのでしょうか。
　小林　今おっしゃったように、コレ

ステロールに関してはスタチンがかな
りよく効くということでどんどんエビ
デンスが確立されていますし、いろい
ろな種類のスタチンが手に入ります。
しかし、一方で中性脂肪に関しては、
薬が少なかったということと、もう一
つ重要なことはライフスタイル、特に
飲酒など、その影響をすごく強く受け
るのが中性脂肪ということがあって管
理しにくいということがあるのではな
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